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　   募集人数： テクニカルレッスン30名
　　　　　　　オートテスト15名
　   募集期間： 3月1 日(木)～4月22日（日） ネッツトヨタ中部株式会社 GR Garage midress 豊田

担当：浅井
電話：0565-25-3051

皆様のご応募をお待ちしております。

ドライビングレッスン & オートテスト 

[sun]

＊定員になり次第、締切らせて頂きます。
＊お問合せは、お近くのネッツトヨタ中部各店舗またはミッドレスにて承ります。



開 催 日 2018年5月6日（日曜日）　8時30分～16時30分　※雨決行

開 催 場 所 めいほうスキー場特設コース　〈第3駐車場〉　（岐阜県郡上市明宝奥住水沢上３４４７－１）

主 催 者 ネッツトヨタ中部株式会社

参 加 資 格 ・参加当日に有効な運転免許所持者

・参加当日に心身ともに健全な状態で安全に走行できる状態である事。

参 加 内 容 １． ドライビングレッスン
 ●参加クラス

・オープンクラス （一般乗用車等）

① ．基礎レッスン
・スラローム等の基本的なコースにて、ハンドル操作のレッスン。
・危険回避のレッスン。

② ．講師による同乗レッスン
・ジムカーナコースを設定しタイム計測によるレベルアップを確認します。
・講師レッスンを自由に受けられる、フリータイム練習を設定。

③ ．スポーツ車試乗車を使用したオートテスト (試乗車は変更する場合がございます)
　GR車両： 86 (M/T） ヴィッツ (M/T）

ＰＨＶ ヴィッツ ＨＶ
プリウスα アクア

２． オートテスト　（オートテストのみの参加可）
① ．JAF公認クローズド競技として開催。

・試乗車：GRシリーズを使用　（使用車両は、抽選）
② ．詳細は、別途オートテスト特別規則書をご覧ください。

３． GRシリーズ試乗会

・試乗には当日有効な運転免許証が確認必要となります。

（当日、試乗同意書のご記入をもって受付とさせて頂きます。）

・試乗車：GR車両（８６、ヴィッツ、ヴィッツＨＶ，アクア、ＰＨＶ、プリウスα、ＶＯＸＹ）

 ●賞典
・ｵｰﾄﾃｽﾄ 1位〜3位（参加者５名に対し順位賞）、女性１位
・ドライビングレッスン参加者：上記１〜3位固定、特別賞（講師賞、協賛メーカー特別賞等）

 ●賞典ドライビングレッスン参加車両

 ・ナンバー付車両で保安基準を満たしている車両であること。

 ・マフラー変更してある車両は、保安基準を満たしている車両であること。

 ・オープンカーは,ロールバー装着車両で、幌又は、ハードトップを装着していること。

※．安全性を損ないそうな状況の車両、現地走行前チェックにて保安基準に適合しない

　 　音量のマフラーを装着している車両は、走行をご辞退頂く場合があります。

※ ．当日用意して頂く物

・長袖シャツ・長ズボン運転のしやすい服装。

・グローブ、スニーカー等運転に適した靴。

・運転免許証

参 加 費 参加費用　（ドライビングレッスン：昼食・保険料含む、オートテスト：昼食含む）

3,000 女性：2,500

3,500 女性：3,000

※．保険保障内容：死亡２,０００万円、入院４,０００円/日、通院１,５００円/日

対物及び車両に対する保証は無い為、各参加者の自己責任となります。

申 込 方 法 ①．店頭窓口⇒ネッツトヨタ中部（株）各店舗にて参加申込み書と参加料を添えてお申込み下さい。

②．申込書に必要事項を記入、捺印し、参加料を添えて事務局（問合せ先）まで現金書留にてお申込み下さい。

募 集 人 員 募集定員　（定員になり次第終了となります。）

・テクニカルレッスン 30 名 AM  8:30～PM 4:30

・オートテスト 15 名 AM  9:30～PM 3:30

・試乗会 AM 10:00～PM3:00

募 集 期 間 ３月１日～４月２２日

お 問 合 せ 先 ネッツトヨタ中部（株）GR Garage midress  豊田   〒471-0853　愛知県豊田市細谷町七丁目１８番地

　TEL．0565-25-3051　FAX.0565-26-6766

5,000

6,000

ドライビングレッスン

CLUB　midress会員

一　般　参　加

オートテスト 試乗会

無料 （時間帯指定）

試乗時間：AM 10:00～PM3:00
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備考

Ａ ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｂ ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾄﾃｽﾄ

【使用車種】

 ･８６　GR　　　（M/T）  ･８６　GR　　　（M/T）

 ･ｳﾞｨｯﾂ GR　　（M/T）  ･ｳﾞｨｯﾂ GR　　（M/T）

 ･ｳﾞｨｯﾂ GRs　　（HV）  ･ｳﾞｨｯﾂ GRs　　（HV）

 ･ｱｸｱ GRs　　　（HV）  ･ｱｸｱ GRs　　　（HV）

 ・ﾌﾟﾘｳｽα  GRs （HV）  ・ﾌﾟﾘｳｽα  GRs （HV）

 ・ﾌﾟﾘｳｽPHV GRs  ・ﾌﾟﾘｳｽPHV GRs

―  ・VOXY GRs　（CVT）

9： 30 ～ 10： 00 ﾚｯｽﾝⅠ ﾚｯｽﾝⅡ 受付

10： 00 ～ 10： 30 ﾚｯｽﾝⅡ ﾚｯｽﾝⅠ 開会式・ブリーフィング

10： 30 ～ 11： 00

11： 00 12： 00

12： 00 ～ 13： 00 昼　　食　 昼食

Ａ ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｂ ｸﾞﾙｰﾌﾟ Ｃ ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

13： 00 ～ 14： 00 試乗受付

14： 00 ～ 14： 30 走行＆同乗ﾚｯｽﾝ タイム集計 試乗

14： 30 ～ 15： 00 走行＆同乗ﾚｯｽﾝ 表彰式・閉会式 一般試乗会時間帯（一般道） 表彰式・閉会式

15： 00 ～ 15： 45 予備時間

16： 00 ～ 16： 30 表彰式・閉会式

16： 30 ～ 17： 00 片付け

解散

　　　　　　　　　※､(進行の度合いによりスケジュールが変更することがございます。ご容赦ください)

ドライビングレッスン及びオートテスト試乗会参加者
１．試乗について(希望者のみ)
　＊オートテスト参加者は、運転のしやすい靴・服装でお願いします。

　＊午後の試乗は一般道を使用いたします、交通ルールを厳守し安全な運転をお願いします。

２．ドライビングレッスンについて

　＊ゼッケンは左右に全周をテーピングしてください

　＊走行時はヘルメット・シートベルト・グローブを装着してください

　＊グループに分けて走行しますので、走行時間を間違えないようにしてください

　＊タイムアタック時はゼッケン順に走行してください

　＊パドック等、練習コース以外のところで走らないでください

　＊パドックからの移動経路は公道です　

　　 一般車の往来がありますので、十分注意の上、通行してください

　＊ゴミ・吸殻等は必ず持ち帰ってください

　＊ゼッケンは最後に返却をお願い致します

　＊トイレ、水道は第３駐車場内にあります

　＊昼食場所は、野外ステージ横、焼肉ハウス内になります

タイムアタック

１７：００ 解散

コース設定変更後慣熟歩行

オートテスト①

午後タイムスケジュール

オートテスト②

30 ～ 9： 00 ゲートオープン　/　受付

9： 00 ～ 9： 30

試乗
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講師紹介

ドライバーズブリーフィング

開会式

片付け

昼　　食　

閉会式・表彰式

タイムスケジュール

8：

受付

コース使用禁止

Ｇ Ｒ

試乗

参加者スケジュール

受付

Ｇ Ｒ

試乗

【試乗車】



◆当日：集合場所及び受付時間 

◎めいほうスキー場（第2駐車場）

　１．ドライビングレッスン  ＡＭ 　８：３０～　９：００

　２．オートテスト  ＡＭ 　９：３０～１０：００

　３．試乗会  ＡＭ 　１０：００～３：００ （試乗会開催時間）

　１．ドライビングレッスン

　　　●長袖シャツ・長ズボン必要

　　　●グローブ、スニーカー等運転に適した靴

　　　●運転免許証

　　　　　※．当日レンタル品は、有りませんお忘れの場合、走行出来なくなりますので、ご注意下さい。

　２．オートテスト

　　　●運転免許証、運転のしやすい靴、服装。　Bライ申請希望者は、申請に必要なもの（特別規則書参照、ＪＡＦは当日加入可）

　３．試乗会

　　　●同伴者及び一般来場者対象に現地受付、運転免許証、安全に運転が出来る服装、及び靴。

◆参加申込　（控え） （受付者記入欄）

参加申し込書 （参加者記入欄）

ふりがな

参加者名

ご住所
〒

 ＴＥＬ

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

メーカー/車名

登録番号

ﾐｯｼｮﾝ ロールバー

ｻｰｷｯﾄ走行回数 回 ※有・無

運転免許証番号

【参加記入】◇参加対象のコースに○をお願いします。

個

個

※．参加者1名の昼食は参加料に含まれています、追加が必要な場合は数量を記入して下さい。     ※. Bﾗｲｾﾝｽは、別途申請費用が発生いたします
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性　別

参加受理書　(領収印）

※．同伴者等、追加で昼食が

　　必要な場合は数量を記入。

　合計金額　　　　　　　　　　円
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血液型 生 年 月

ドライビングレッスン
（30名）

※有・無

◆参加当日に準備頂くもの

男・女

2018/5/6

誓　約　書

2 6,000円一　般　参　加

CLUB　midress会員 5,000円

※有・無

過給器

追加昼食

CLUB　midress会員

一　般　参　加

1

2

ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞ ﾚｯｽﾝ ｵｰﾄ ﾃｽﾄ

3,000円

3

4

CLUB　midress会員

一　般　参　加

 携　帯

車両型式

3,500円

オートテスト
（15名）

年　　　式

3

4

追加昼食

1,000円/個

Ｂライセンス申請希望

２．希望しない１．希望する

3,000円

３．加入希望する

2,500円

４．他で加入予定

1

M/T・A/T ﾀｲﾔの銘柄 /Ｓﾀｲﾔの有無

ＪＡＦ個人会員に加入している/加入希望

１．に〇を付けた方のみ記入

１．加入している ２．加入していない

女性

親権者署名 
 
                               印 

運転者署名 
 
                               印 

 私は、GR Garoge midress 豊田 ドライビングレッスン＆オートテスト ２０１８ ｉｎ めいほう（以下Ｇ．M．Ｄ）参加にあたり、会場内で起きた事故、ま
たそれらに関連して、起こった死亡・負傷・その他の事故で私自身及び、同乗者・見学者の受けた損害について決して主催者及びＧ．M．Ｄ関係
者・後援・協賛各社並びにコース管理者、他の参加者などに対して、非難したり、責任を追及したり損害賠償を要求しないことを誓約致します。 
 万一、私が事故を引き起こした場合、事故に起因するすべての賠償責任を負い他の参加車両との接触事故等でも当事者間で処理することを誓
います。 
また、運転者は、Ｇ．M．Ｄ参加に対して標準能力を持ち、参加車両についてもコースまたはスピードに対して的確であり、安全に走行が可能であ
ることを誓います。 
 申し込み後、私の事情で参加できなくなった場合や、参加車両の改造度や不良タイヤの装着等により、走行当日、走行を拒否されてもそれに従
い、参加料が返還されなくても異議を唱えません。 尚、ｵｰﾄﾃｽﾄ・試乗の参加者も上記内容に基づき誓約致します。 


